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皆様へ（転送は自由です） 

 

今日は年末のお忙しい中の総選挙投票日、 

どんぐりの背比べと言わず、投票に行きましょう。 

(今朝 5 時半の暖房前室温は 14℃、屋外は 0℃でした) 

 

[1] 主題案内を文末の添付ファイルでお届けします。 

引き続き、情報・ご意見・ご感想などお寄せください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

[2] ひとこと【どんぐり】 

本 14 日まで県立中央博物館で「どんぐりの世界」展が開催されています。 

見に行かれた方も多いのではないでしょうか。 

 

ぜひ見たく、また青葉の森公園の紅葉もと今月初旬に行きました。 

紅葉はほんの少しでしたが、どんぐり展は期待通りの内容で、 

海外の「これがどんぐり？」と思うような種類も多数あり、 

われわれが良く目にするどんぐりは、ほんの一部でした。 

 

子供のころ、秋になると上野の山へ銀杏や椎の実を取りに行きました。 

普通のどんぐりより細身の椎の実は、そのまま食べ美味しかったのを 

今でも覚えています。炒って食べるともっと美味しいようです。 

 

別な展示室では「植物画で見るどんぐりの世界」～徳永佳子展～があり、 

木肌や発芽の状態などまで繊細に描かれた素晴らしい内容でした。 

「日本どんぐり大図鑑」(偕成社刊)として発行されています。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・ 

・発信地：千葉県 流山市 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 
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12 月 14 日号修正版 

 

皆様へ 

 

本日、先にお届けしたイベント案内ですが、 

「千葉県野鳥の会」と「日本野鳥の会 千葉県支部」内容が更新されていませんでした。 

お詫びを申し上げるとともに修正した案内を文末添付にてお届けいたします。 

差替えをお願いいたします。 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊ 

・環境と農の広場・・新美 健一郎・・・ 

・発信地：千葉県 流山市 

～～～～＊～～～～＊～～～～＊～～～～＊



 3 

★環境と農のイベント案内★2014.12.14 修正号【環境全般･ｴﾈﾙｷﾞｰ･観察会･他】編 (更新:1〜2 回/月)           文責：環境と農の広場 / 新美健一郎 

いつ?’14~'15

年 月.日.時 
何を? (表題) 

内容の一部含む 

内容は?  登壇者[敬称略] (所属)  

注) 県:千葉県(他欄含)  NW:ﾈｯﾄﾜｰｸ 

どこで?(所在地､交通､宛先等)  

集･解:集合･解散 S:地下鉄 

主催､問合せ先など 
(NPO):NPO 法人 (一社):一般社団法人 

12.14 日〜

01.11 日 

日本野鳥の会 千葉県支部 探鳥会 

(花見川・・花見川) 

最新情報 URL 
http://www.chibawbsj.com/ 

左記 URL参照 左記 URL 参照 

TEL:047-431-3511(土･15~18時) 

12.16 火 
18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 143回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

久保山裕史(森林総研)〜低質材の供給拡大の可

能性−-木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電をめぐる 2016 年問題に向けて 

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ 
(渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学 1F) 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 

TEL:047-389-1552 要申込 

12.17 水 

13~16:30 

環境講座 2014 

〜 食と農業と 6次産業と環境 
篠原温(千葉大)･二瓶徹(食品産業ｾﾝﾀ)〜野菜の安全性

と食･農業･6次産業を各講師から聞く 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏の葉4-3-1) 

県・環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 12/3迄 

12.17 水 
13:30~15:30 

省ｴﾈ講座『ｽﾏｰﾄﾗｲﾌのすすめ』 

〜 ｢住｣｢食｣から世界を見直す〜 

村上周三(建築環境･省ｴﾈﾙｷﾞｰ機構)〜住まいのｴﾈﾙｷﾞｰを

賢く使う/ｴｺ･ｸｯｷﾝｸﾞ学習講座 & ｴｺﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ 

ﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰｸ市川 2F ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｵ 
(市川市鬼高1-1-3) 

市川市地球温暖化対策推進会議 

TEL:047−320−3150 要申込 

12.17 水〜 

18 木 10~17 

省エネ＆CO2 削減で低コスト経営! 

〜 温暖化対策フェア 2014 
約 40 社が省ｴﾈ･CO2 削減製品･ｻｰﾋﾞｽ提案/出展

社と経産省から関連情報ｾﾐﾅｰ(要申込) 

大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ PIO 大展示ﾎｰﾙ 

(同区 南蒲田 1-20-20) 

経産省 関東経済産業局・他 

TEL:03-6228-6850 環境経済(株) 

12.18 木 

9:30~16:45 

循環型社会形成推進研究発表会 

ﾃｰﾏ:巨大災害時の災害廃棄物対策 
左記ﾃｰﾏｼﾝﾎﾟ&災害廃棄物対策技術研究発表 他 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=25446&hou_id=18957 
ﾆｯｼｮｰﾎｰﾙ(日本消防会館)大会議室

(港区虎ﾉ門 2-9-16) 

環境省･(一財)日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

TEL:044-288-5095 

12.18 木 

13:30~15:40 

「ちばコラボ大賞」表彰式＆研修会 

行政と民間団体のための｢恊働｣ｾﾐﾅｰ 

山崎亮(ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾅ)〜行政と多様な主体との恊働〜ﾁｰﾑｽ

ﾋﾟﾘｯﾄの発揮／対象：自治体職員、市民団体、一般県民 

ﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ菜の花 3F会議室 

(千葉市中央区長洲 1-8-1) 

県 環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 12/11迄 

12.20 土 

9~12:30 

(探鳥会)自然豊かな利根運河・理窓公

園に厳しい冬を過ごす野鳥を訪ねて 

木の葉も落ち見通しが良くなると､絶好の野鳥

観察ｼｰｽﾞﾝ｡運河駅→運河遊歩道→理窓公園→ 

集：9時 東武野田線運河駅前 
[雨天中止] 

利根運河の生態系を守る会 

TEL:090-2420-8420 申込不要 

12.20 土 

10~17 

日本ｸﾞﾘｰﾝの力でうごかそう 

GREEN POWER ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

〜 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾜｰ大学 2014＠東京大学 

各地の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ事業者､学識経験者､ﾒﾃﾞｨｱ

関係者が一堂に会したﾌｫｰﾗﾑ 

http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141024003/20141024003.pdf 

東大 駒場ｷｬﾝﾊﾟｽ 
(目黒区駒場 3-8-1) 

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁/下記 URL から申込 

TEL:03-3501-4031 
http://www.greenpower.tokyo/ 

12.20 土 

13:30~15 

ｱｲｻｰﾁ･ﾚｸﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ 2014 第 2回 

「ヒト、イルカ・クジラに出会う」 

〜 日本のホエールウォッチングの今 

笹森琴絵(海洋生物調査員)〜いつまでもｲﾙｶ･ｸｼﾞﾗと出会

えるよう､今､私たちがすべきこと･海洋環境･生物

の保全や地域振興に配慮した持続可能なｳｫｯﾁﾝｸﾞ 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ(GEOC ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ) 
(渋谷区神宮前 5-53-70 国連大 1F) 

ｱｲｻｰﾁ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(国際ｲﾙｶ･ｸｼﾞﾗ教育ﾘ

ｻｰﾁｾﾝﾀｰ) http://icerc.org 

TEL:080-5426-8446 

12.21 日 

9~12 

三番瀬探検隊 

｢♪鳥くんと野鳥を探そう｣ 

♪鳥くんと三番瀬の野鳥を観察､観察後は室内

で鳥の勉強｡帽子､長靴､､防寒着､(双眼鏡)持参 

ふなばし三番瀬海浜公園 

(船橋市潮見町 40) 

同公園 

TEL:047-435-0828 要申込 

12.21 日
10:30~,13:30~ 

子供の科学教室(3)／小学 1〜6年生 

〜 ミクロの世界を体験しよう 
高石哲男(県立東葛高)&同校生徒〜食塩結晶､ｵｵｶﾅ

ﾀﾞﾓの葉､ｽｼﾞｴﾋﾞ､水中ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝなど顕微鏡観察 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏の葉 4-3-1) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:04-7140-8611 

12.21 日 

13~18 

シンポジウム 

ラムサール条約湿地でひらく地域の未来 

〜10万年の湿地・中池見から考える〜 

ﾏｰｾﾙ･ｼﾙﾋﾞｳｽ(国際湿地保全連合)〜ﾗﾑｻｰﾙ条約湿地から考

える持続的な利用と保全の知恵／他 3件&意見交換 
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/nakaikemi/2014/10/post-13.html 

YMCA ｱｼﾞｱ青少年ｾﾝﾀｰ 9階国際ﾎｰﾙ 

(千代田区猿楽町 2-5-5/JR 水道橋 

駅徒歩 5 分) 

(公財)日本自然保護協会 

TEL：03-3553-4104 

12.21 日 

14:30~20 

夜の森に...ムササビに会いに行こう(有料) 

〜 身近な森に棲む野生動物ﾑｻｻﾋﾞ* 

*観察会｡ﾑｻｻﾋﾞを通じて夜の森や自然を感じま

す｡他の夜行性動物に会えるかも？ 

集・解：京王線 高尾山口駅 ELFIN 体験共育くらぶ (HP あり) 

TEL:0470-55-8322 

http://www.chibawbsj.com/
http://www.npobin.net/apply/
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=25446&hou_id=18957
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141024003/20141024003.pdf
http://www.greenpower.tokyo/
http://icerc.org/
http://www.nacsj.or.jp/katsudo/nakaikemi/2014/10/post-13.html
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12.21 日〜 

12.28 日 

千葉県野鳥の会 探鳥会・観察会 

(谷津干潟・・花見川) 

最新情報 URL 
http://chibawildbird.web.fc2.com 

左記 URL参照 左記 URL 参照 
scene.sato@jcom.home.ne.jp 

12.23 火祝 

10~20 

第 1回 そら博 2014 

〜全ての｢空好き｣に捧げる"空の博覧会" 

写真や空の歌 LIVE､環境や減災を話し合い、実験体

験ｺｰﾅは有名気象予報士たち共演｡子供も楽しめる 
幕張ﾒｯｾ ﾎｰﾙ 8 
(千葉市美浜区中瀬 2-1) 

(株)ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 

TEL:043-299-2424 

12.25 木 

10~12 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ｢気候変動の科学とわたした

ちの未来～ IPCCの最新の科学的知見

と COP21 への展望 

Fredolin T.Tangang(ﾏﾚｰｼｱ国大)〜IPCC5 次評価報告書

概要(仮)/平石尹彦(IGES)/肱岡靖明(NIES)/ 他 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18933 

ｲｲﾉﾎｰﾙ 
(千代田区内幸町 2-1-1飯野ﾋﾞﾙ) 

環境省 

TEL:03-5521-8247  12/19迄 
申込：左記 URL内から 

12.25 木〜 

27 土 

里うみ里やま自然体験Ⅰ(有料) 

対象：小学生 

冬休み､田舎民家での体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡竹でﾊﾞｰﾑｸｰ

ﾍﾝ焚火焼､自ら決めるﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､ﾐﾆ門松作り 

集･解:東京駅､千葉駅(予定) 

現地：千葉県鋸南町 

ELFIN 体験共育くらぶ (HP あり) 

TEL:0470-55-8322 

12.27 土 

9:30~11:30 

大堀川で野鳥観察をしよう 
雨天中止 

落葉樹は紅葉から落葉へ､野鳥を見つけやすく

なり､じっくり観察できます｡どんな野鳥が？ 

集：UR都市機構前広場 9:30 
(流山市駒木 176) 

大堀川美しい水辺づくりの会 

TEL:04-7154-9366 

12.29 月〜 

31 水 

里うみ里やま自然体験Ⅱ(有料) 

対象：小学生 

冬休み､田舎民家での体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｡寒さに負け

ない釣り｡自ら決めるﾌﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､連凧作り 

集･解:東京駅､千葉駅(予定) 

現地：千葉県鋸南町 

ELFIN 体験共育くらぶ (HP あり) 

TEL:0470-55-8322 

'15.01.09 金 

13~14:30 

シニア向け自然大学 

〜 博物館で学ぶ茨城の自然 〜 

山崎晃司(動物研究家)〜外来種天国・いばらき 

(自然の造詣深めたい年配者向け講座) 

茨城県自然博物館 
(同県 坂東市大崎 700) 

同館／詳細は同館 HP参照 

TEL:0297-38-0927 先着順 

01.10 土 

9~ 

森の講座「市野谷の森ってどんな森？」 

〜 市野谷の森のこと､ｵｵﾀｶやｷﾂﾈほか* 

*森の生き物のこと､動物の足跡ｸｲｽﾞなど､子供たち

向けの楽しい講座｡講座後､希望者を冬の森に案内｡ 

集：おおたかの森浄水場 会議室 

(流山市西初石 5-57) 

(NPO)NPO さとやま 
jimukyoku@nposatoyama.com 

01.10 土 

13~15:30 

とことんｾﾐﾅｰ ｢ﾌｪﾉﾛｼﾞｰ基礎講座｣ 

〜 樹木の成長と自然の移り変わりを観察 

八田洋章(国立科博) 

〜 観察の基礎：冬芽のつくりと種類(2) 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 要予約 

01.10 土〜 

2.21土10:30~ 

講座｢今だから語るその時代の国立公

園｣(有料･全 4 回:左記他 1/24(土)､2/7(土)) 

瀬田信哉(元国立公園協会)〜国立公園の 50年～ｽﾗ

ｲﾄﾞで語る国立公園行政／他 2件と座談会 

江戸川大学 
(流山市駒木 474) 

左同 

TEL:04-7156-7715 1/5迄 

01.14 水〜

16 金 

第 44回 インターネプコン ジャパン 
http://www.nepcon.jp 

ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ製造･実装に関する製品､技術が出展

するｱｼﾞｱ最大の専門展／関連併催展多数 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8502 

01.14 水〜

16 金 

第 6回 EV･HEV 駆動ｼｽﾃﾑ技術展 
http://www.evjapan.jp 

電気自動車･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車向け技術が一堂に出

展/関連併催展あり 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8502 

01.14 水〜

16 金 

第 5回 LED/有機 EL 照明展 
http://www.light-expo.jp 

ｵﾌｨｽ用､住宅用の LED･有機 ELなどの屋外照明

をはじめ､あらゆる照明出展／関連併催展あり 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 全ﾎｰﾙ 
(江東区有明 3-11-1) 

ﾘｰﾄﾞ ｴｸﾞｼﾞﾋﾞｼｮﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

TEL:03-3349-8502 

01.16 金 

13~18 

持続可能な開発目標とﾎﾟｽﾄ'15年開発ｱ

ｼﾞｪﾝﾀﾞ〜 国際論議現状と実施の課題 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18991 

武見敬三(東海大)〜基調講演／蟹江憲史(S-11)〜持

続可能な開発目標めぐる国際動向と S-11から提案

／ 

ﾊﾟﾈﾙ討論〜ﾎﾟｽﾄ 2015年開発ｱｼﾞｪﾝﾀﾞへの示唆／他 

国連大学 3F ｳ･ﾀﾝﾄ国際会議場 
(渋谷区神宮前 5-53-70) 
http://www.post2015.jp/sympo-2015/ 

東工大(環境省環境研究総合推進費

S-11)／左記 URLから申込 

TEL:03-5734-2906  

01.17 土 

13~15:40 

公開講座「森の不思議とその働き」 
 

岩澤勝巳(同ｾﾝﾀｰ)他4名〜森にすむ動物たち､森

の様々な働き､森ときのこ､木の使い方など 

県立 中央博物館 講堂 
(千葉市中央区青葉町 955-2) 

県 農林総合研究ｾﾝﾀｰ 

TEL:043-291-0151 申込先着順 

01.17 土 

13:30~15 

植物園研究最前線 

〜ｼﾉﾌﾞの暮らしと進化 ★堤博士の研究 

堤千絵(同園)〜鑑賞植物のｼﾀﾞ植物ｼﾉﾌﾞ｡本来は木

の上生活｡その暮らし･進化･分類の最新研究紹介 
筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 要予約 

http://chibawildbird.web.fc2.com/
mailto:scene.sato@jcom.home.ne.jp
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18933
mailto:jimukyoku@nposatoyama.com
http://www.nepcon.jp/
http://www.evjapan.jp/
http://www.light-expo.jp/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18991
http://www.post2015.jp/sympo-2015/
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01.17 土 

14:20~16:30 

清澄庭園探鳥会 (2/21(土)､3/21(土)も開催) 

〜 由緒ある日本庭園の大きな池＊ 

＊では､色とりどりの羽のｶﾓたちを間近に観察

できます｡運が良ければ美しいｶﾜｾﾐの姿も 

集：14:20 同庭園入口 
S 清澄白河駅 徒歩 5分 

日本野鳥の会 東京 

TEL:03-5273-5141 月水金 11〜16 時 

01.18 日 

8:15~12 

三室(さいたま市緑区)探鳥会〜 市街地近

郊で鳥を楽しむ｡初めての方から＊ 

＊ﾍﾞﾃﾗﾝまで楽しめる｡水筒､雨具､帽子､防寒

具､(あれば)双眼鏡要｡集合後､路線ﾊﾞｽで現地へ 

集：8:15 JR京浜東北線 北浦和駅

東口、又は 9時 浦和博物館前 

日本野鳥の会 埼玉 

TEL:048-832-4062 

01.18 日 

9~12 

三番瀬探鳥会〜 魚介類や野鳥が多

く生息､貴重な自然を保つ三番瀬｡＊ 

＊ｽｽﾞｶﾞﾓやﾐﾔｺﾄﾞﾘには必要不可欠な餌場｡野鳥ﾌｧﾝ

を引きつけてやまない。2/15(日)､3/15(日)も開催 

集：9時､船橋海浜公園ﾊﾞｽ停 
京成線船橋駅 3番ﾊﾞｽ停｢海浜公園行｣ 

日本野鳥の会千葉県 

TEL:047-431-3511 

01.20 火 

10~12 

県 環境講座 

〜 環境にやさしいまちづくりのための 
進士誉夫(東京ｶﾞｽ)〜熱ｴﾈﾙｷﾞｰ面的利用の必要

性とその課題｡ ｽﾏｰﾄ･ｼﾃｨ&ｴﾈﾙｷﾞｰ NW&ｺﾐｭﾆﾃｨ 

千葉市生涯学習ｾﾝﾀｰ 
(同市中央区弁天 3-7-7) 

県／実施:環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 1/06迄 

01.22 木 

13~15 

県環境研究センター 環境講座 2014 

〜 航空機騒音 
石橋雅之(同ｾﾝﾀｰ)〜発着時間延長や便数増によ

り航空機騒音増｡県内の状況と対策を学ぶ 

県 環境研究ｾﾝﾀｰ 
(市原市岩崎西 1-8-8) 

県/環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 

01.21 水 

10~16 

市民活動団体マネジメント事業 

〜 高度化セミナー 〜 
川北秀人(IIHOE)〜各強化ﾃｰﾏ講義･ﾜｰｸ･共有･ｺ

ﾒﾝﾄ･他○組織運営力○事業力○資金調達力 

鎌ヶ谷市 中央公民館 3F 
(同市 富岡 1-1-3) 

県 環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 1/9迄 

01.24 土 

13:15~15 

(独)森林総研 森林講座 

〜 山菜と放射能 
清野嘉之(同総研)〜山菜の放射能汚染は､その

種類や採取場所･季節などによる｡見分け方を 

多摩森林科学園 森の科学館 2F 

(八王子市廿里町 1833-81) 

同学園/http://www.ffpri.affrc.go.jp/tmk/ 

TEL:042-661-1121 申込先着順 

01.24 土 

13:30~15 

ｱｲｻｰﾁ･ﾚｸﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ 2014 第 3回 

「イルカと上手に泳ぐために」 

〜 ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽｲﾑに役立つｲﾙｶの生態 

高縄奈々(水中写真家)〜野生のｲﾙｶと海で一緒に泳ぎた

い･もっと仲良くｲﾙｶと泳いでみたい･ﾄﾞﾙﾌｨﾝｽｲﾑｶﾞｲ

ﾄﾞになりたい･ｲﾙｶと仲良くなるための生態の話し 

環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ(GEOC ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ) 
(渋谷区神宮前 5-53-70 国連大 1F) 

ｱｲｻｰﾁ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(国際ｲﾙｶ･ｸｼﾞﾗ教育ﾘ

ｻｰﾁｾﾝﾀｰ) http://icerc.org 

TEL:080-5426-8446 

01.24 土 

13:30~ 

くらしの植物苑観察会 川村清志(同館) 

〜 気仙沼尾形家の年中行事と植物 

国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑 
(佐倉市城内町 佐倉中学校となり) 

同館 

TEL:03-5777-8600 (ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

01.25 日 

9~12 

自然観察会｢野焼きがﾀﾁｽﾐﾚを救う｣ 

(茨城県)菅生沼には様々な絶滅危惧＊ 

＊植物が生育｡これら植物保全のため,野焼きを｡草

刈り防火帯つくり,火入れ後,野焼きの意義ﾚｸﾁｬｰ 

菅生沼(現地集合) 
(茨城県坂東市・常総市) 

茨城県自然博物館／詳細同館 HP 参照 

TEL:0297-38-0927 抽選 

01.25 日 

14~16:10 

第 4回 ｢子どもの健康と環境に関す

る全国調査(ｴｺﾁﾙ調査)｣ ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 
詳細は右記 URL参照 

同調査の進捗状況･集計結果紹介と解説･特別講演

尾木直樹(教育評論家)〜同調査結果からの子育て 
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18970 

日本科学未来館 7F 未来館ﾎｰﾙ 
(江東区青海 2-3-6)以下 URLから申込 

環境省・(一社)環境情報科学ｾﾝﾀｰ 

TEL:03-3265-8812 
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=25474&hou_id=18970 

01.28 水〜 

30 金 10~17 

ENEX(省ｴﾈｿﾘｭｰｼｮﾝ)第39回地球環境とｴﾈﾙｷﾞ

ｰの調和展･Smart Energy Japan(ｴﾈﾙｷﾞｰ

技術､ｼｽﾃﾑ)・(新電力 EXPO(電力ﾋﾞｼﾞﾈｽ)併催) 

ｴﾈﾏﾈで実現するｽﾏｰﾄな社会〜 省ｴﾈ推進やｴﾈﾙｷﾞｰｼｽ

ﾃﾑ開発､導入課題の関連機器､ｼｽﾃﾑ､ｻｰﾋﾞｽ､ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

詳細 URL： http://www.low-cf.jp/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ＆会議棟 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ/(株)ICS ｺﾝ

ﾍﾞﾝｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 

TEL:03-3219-3569 

01.28 水〜 

30 金 10~17 

Inter Aqua 2015 

第 6回 国際水ソリューション総合展 
水の最新技術を一堂に集めるｳｫｰﾀｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ国

際総合展 http://www.interaqua.jp/index.html 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(株)ICS ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ 

TEL:03-3219-3564 

01.28 水〜 

30 金 10~17 

新電力 EXPO 2015〜'16年電力小売全

面自由化に向け､電力市場活性化のため 
電力供給ｻｰﾋﾞｽ､ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ､再生可能ｴﾈﾙｷﾞ

ｰの活用､電力事業の支援ｻｰﾋﾞｽなど 

東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ 東 1 ﾎｰﾙ 

(江東区有明 3-11-1) 

(一財)省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ/他 

TEL:03-3219-3569 

01.29 木 

10~16 

市民活動団体マネジメント事業 

〜 高度化セミナー 〜 
川北秀人(IIHOE)〜各強化ﾃｰﾏ講義･ﾜｰｸ･共有･ｺ

ﾒﾝﾄ･他○組織運営力○事業力○資金調達力 

県庁南庁舎本館 9F 第 3会議室 
 (千葉市中央区市場町 1-1) 

県 環境生活部県民生活･文化課 

TEL:043-223-4133 1/9迄 

01.29 木 

18:30~20:30 

ﾊﾞｲｵﾏｽ産業社会ﾈｯﾄﾜｰｸ第 144回研究会 
http://www.npobin.net/apply/ 

滝沢渉(On-site Report)〜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電等で使用され

るｱﾌﾞﾗﾔｼ核殻(PKS)の最新動向(仮題) 

地球環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ 
(渋谷区神宮前 5-53-70 国連大学 1F) 

同ﾈｯﾄﾜｰｸ(BIN) 

TEL:047-389-1552 要申込 

http://icerc.org/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18970
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=25474&hou_id=18970
http://www.low-cf.jp/index.html
http://www.interaqua.jp/index.html
http://www.npobin.net/apply/
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【農 林 水 産・畜産・食・緑・ｴﾈﾙｷﾞｰ・ﾊﾞｲｵﾏｽ・朝市】編 

いつ 14 年 
月.日.時 

何を(表題) 

内容の一部を含む 

内容、講師等 (敬称略)、 

補足／県:千葉県(他欄共通) 

どこで(所在地、交通、宛先、 応

募先等) 集､解:集合,解散 S:地下鉄 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO 法人 

12.17 水 

13~16:30 

環境講座 2014 

〜 食と農業と 6次産業と環境 
篠原温(千葉大)･二瓶徹(食品産業ｾﾝﾀ)〜野菜の安全性

と食･農業･6次産業を各講師から聞く 

さわやかちば県民ﾌﾟﾗｻﾞ 
(柏市柏の葉4-3-1) 

県・環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟちば 

TEL:090-8116-4633 12/3迄 

12.20 土 

8:30〜15 

(船橋市)漁業見学と海苔すき体験講座 
荒天中止 

海苔すき体験､漁船での漁場見学ほか/昼食持参 

対象:18歳以上､定員:各先着 15 人､防寒着要 

集：8:30 船橋市漁協 
(同市湊町 1-24-6) 

船橋市漁協 

TEL:047-431-2041 要申込 

12.20 土 

9:30~12 

米づくり 4・お飾りを作ろう A 
中学生以上、参加費 500円 

わらを使いお正月の鳥居形お飾りを作る｡初心

者向き｡植木ﾊﾞｻﾐ､座布団等持参｡防寒着要 

集：いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 要申込 

12.20 土 

10~13 

魔法の商品開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ第一弾！ 

〜 ほうれん草ペーストで和食を作ろう 

麻生怜菜[監修]/対象:小学 3年以上と親 14組 

作った料理を食べ感想頂ける 60 歳以上 15名 

流山市立 小山小学校調理室 
(流山市十太夫 97−1) 

流山おおたかの森 安心･安全まちづくり協議会 

TEL:090-5312-0907 

12.20 土 

13:30~15:30 

緑の教室 鈴木弘行(緑の相談員)〜生き物を呼ぶ庭づくり

〜蝶や野鳥を呼ぶために 

青葉の森公園 
(千葉市中央区青葉町 977-1) 

同公園 緑の相談所 

TEL:043-208-1510 要予約 

12.21 日 

9~、13~ 

米づくり 5・お飾りを作ろう B 
中学生以上、参加費 500円 

わらを使って、お正月の輪飾りを作りましょ

う。植木ﾊﾞｻﾐ､座布団等持参。防寒着要 

集：いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 要申込 

'15.01.10 土 

10~12:30 

米づくり 6・わらづと納豆を作ろう 
中学生以上、参加費 500円 

懐かしのｽﾀｲﾙ､わらづと納豆を作ってみません

か｡植木ﾊﾞｻﾐ､ﾊﾞｽﾀｵﾙ､座布団と防寒着要 

集：いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 要申込 

01.23 金& 

24 土 13:30~ 

食を楽しむ教室 

〜 手作り味噌にチャレンジ！(有料) 
冬は味噌仕込みに最適。自家製味噌の深い味・

香りを。約 2.5kgの手作り味噌ができます。 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 申込先着順 

01.24 土 

10~16 

つるでかごを作ろう 
小雨決行 

山に入ってつるを取り､つるを使いかごを作る｡

鎌､剪定ﾊﾞｻﾐ､軍手､長靴､弁当､雨具持参 

集：いすみ環境と文化のさとｾﾝﾀｰ 
(いすみ市万木 2050) 

左同 

TEL:0470-86-5251 要申込 

01.25 日 

9:30~13:30 

キッズ食育セミナーin野田〜 ｶﾗﾀﾞ

にいい食のこと､おいしく､楽しく学ぶ 

食育の話､調理学習､みんなで食事､感想･意見交

換､農業･農産物の話､記念写真。次回 3/01(日) 

野田市 福田公民館 調理室 

(同市 瀬戸 970−1) 

(NPO)そい・びーんず 

TEL:04-7123-3892 要申込 

01.25 日 

13:30~15:30 

食を楽しむ教室 (有料) 

〜親子で手作り味噌にチャレンジ！ 
日本伝統の調味料｢味噌｣を親子で､大豆､麹､

塩を混ぜ､約 2.5kg の手作り味噌が出来る 

県立 北総花の丘公園 
(印西市原山 1-12-1) 

同公園 

TEL:0476-47-4030 申込先着順 

01.29 木 語ろう・食べよう 斉藤摩多以(調理師)〜栽培から食べ方まで､見て､ JA ちば東葛西船地区経済ｾﾝﾀｰ 

(船橋市行田 3-7-3) 

(NPO)ちば農業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ  

01.30 金 

8:50~ 

自然観察会 

〜 新春横浜舞岡公園探鳥会(雨天中止) 

期待:珍鳥ｱﾘｽｲ､ｱｵｹﾞﾗ､ﾔﾏｼﾞｷﾞ等 持物:観察用

具､弁当､飲物､帽子､敷物､雨具､防寒具 

集：8:50 船橋駅さっちゃん像前 丸山ｻﾝｸﾁｭｱﾘ 

TEL:047-438-9568 

01.31 土 

11~17 

H26年度 市民活動推進ｲﾍﾞﾝﾄ 

ようこそ市民活動ふれあい広場へ 

〜知る、見る、発見！市民力!!〜 

各団体ﾊﾟﾈﾙ展示｡楽しく明るい市民活動･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを

見つけるﾁｬﾝｽ｡現場で見学･体験可｡自然ｴﾈﾙｷﾞｰ千葉の

会･ｱｰｽﾄﾞｸﾀｰふなばし･環境ｶｳﾝｾﾗｰ千葉 他多数参加 

(船橋市)市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
(JR船橋駅南口 ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ 5F) 

船橋市 市民生活部 市民恊働課 

TEL:047-436-3201 

TEL:047-423-3483 同ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 

01.31 土 

15~16:30 

OZONE 住まいづくりｽﾍﾟｼｬﾙｾﾐﾅｰ 

〜 冬暖かく、夏涼しい家のつくり方 

―高断熱の効果を知る― 

高橋彰子(建築家)〜断熱､通風に焦点をあて､その手

法と事例を新築とﾘﾌｫｰﾑをわかりやすく解説 
http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1732.html 

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE 6F 子育て

ふぁ～む 

(新宿区西新宿 3-7-1 新宿ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ) 

左同 

TEL:03-5322-6500 

http://www.ozone.co.jp/event_seminar/seminar/seminar_a/detail/1732.html
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10~14 「小松菜産地交流会」 聞いて､味わいながら生産者と消費者の交流 TEL:043-310-3271 1/15迄 

随時受付 
[11.30 掲載] 

ちば食育(無償)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集〜学校や地

域で､食や農林水産業のお話しを 

分野:食生活改善､地産地消､食品流通･加工､農林

水産業､農林水産物加工､料理､食･農､他 

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku

/volunteer/volunteer-bosyu.html ←詳細 URL 
県 農林水産部安全農業推進課 

TEL:043-223-3092 

受付中 食品などの放射性物質検査(無料) 
対象:流山市内在住者 

対象品目:市内で消費される食品･飲料物(自家

菜園､井戸水含む)  ※土壌は対象外 
右記へ直接検体を持参 流山市 ｺﾐｭﾆﾃｨ課 

TEL:04-7150-6076 

 

【朝市・露店市・市場・援農・就農・農業研修・農学・農園・農林地 】 

12.20 土 

9~12 

楽しいフリマ「市の谷の市」 
〜市野谷(いちのや)地名は､円東寺門前＊ 

＊に市が立ったという説が｡年一度くらいこれを復

活させたい､お寺を地域の交流の場にしたい願い 

円東寺 

(流山市市野谷 563-1) 

同寺 

TEL:04-7150-1313 

12.21 日 

101~13:50 

(流山市)新鮮食味まつり"感謝祭" 

〜 白米のつかみどり、模擬店 〜 

旬野菜たっぷり｢特製ぬっぺい汁｣や｢お餅料理｣。

買上げ先着 100 名｢白米つかみどり｣｢甘酒｣ 他 

農産物直売所｢新鮮食味(しんせんぐみ)｣ 

(流山市大畔 64-1同市ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ内) 

同所 

TEL:04-7155-7015 

'15.01.30 金 

まで 

青年就農給付金(準備型) 

〜 就農前 2 年(最長)､就農後 5 年(同)､* 

*年間 150万円受給可｡対象：就農予定時 45歳

未満。別途「経営開始型」あり。 

研修地を管轄する県農業事務所企

画振興課 

県 担い手支援課 

TEL:043-223-2904 

第 3 日曜日 
6~9 

のだ朝市 

〜 食を通して地域の活性化を 

地元で採れる野菜や手作り惣菜などを安価で

販売。出店者も随時募集。地域の交流の場 

中華料理｢幸楽｣前 駐車場 
(東武線 愛宕駅近く) 

同市実行委員会･野田の食を盛り上げる会  

TEL:04-7125-2731 

毎週土[通年] 

7:30〜8:30 
流山市農家生活研究会の朝市 野菜、季節の果物、花卉など 流山市文化会館駐車場 

(同市加 1-16-2) 

同会 朝市部会 

TEL:04-7158-1762 
月〜土[通年] 

8:45〜11:45 
同上 同上 東葛病院駐車場  

(流山市下花輪 409) 

同上 

毎週土 

8:45〜9:45 

コスモス会 ふれあい朝市(通年) 同上 ｵﾘｴﾋﾞ駐車場 
(流山市松ヶ丘 3-280) 

同会 TEL:04-7144-2820 

第 1･3 日曜 

8〜15 

長全寺門前市 (荒天中止) 柏産の野菜、市内商店・事業所の商工品の販 

売など。 

長全寺境内  

(柏市柏 6-1-9) 

同市運営委員会事務局 

TEL:04-7169-9090 

第 1~4 土曜 

8:30〜11 

南流山の朝市 地元野菜、草花の苗、ふるさと産品など販売 

【第 1・3 土曜は野菜のみ】 

南流山駅(南口) 駅前公園 
(JR・TX 南流山駅すぐ) 

流山市商工課 

TEL:04-7150-6085 

第 4 土曜 

8:30~12:30 

うんがいい!朝市 (雨天中止) 
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/ 

近隣農家の新鮮野菜、地域商店の惣菜、流山 

ふるさと産品など。詳細は左記 URL参照 

運河水辺公園 

 (東武線 運河駅 徒歩 2 分) 

利根運河交流館 

TEL:04-7153-8555 

第 2 土曜 

8~12 

市民の台所・柏市場〜 どなたでも 

ご利用できます〜 市民感謝デー  

食肉･海産物･乾物･海苔･お茶･卵焼き･鶏卵･ 

漬物･佃煮･惣菜･野菜･つまもの･お米･他 

柏市場  

(柏市若柴 69-1) 

柏市場総合卸協同組合 
TEL:04-7133-3131 

毎週 土 

8~12 

八街土曜市 
〜 店の人と気軽に話せる雰囲気が魅力 

肉や魚､総菜からお茶･お花まで､地元専門店の

人気商品が勢揃い｡ 

JA いんば八街支所 倉庫 
(八街市八街ほ 235) 

八街商工会議所 

TEL：043-443-3021 

毎日 
6~11 

勝浦朝市 (水曜と元旦は休み) 

〜 日本三大朝市のひとつ ＊ 

＊400年を超える歴史をもつ勝浦名物で､70軒

ほどの店が地元自慢の品を並べて賑わう 

1〜15日：(勝浦市)下町通り 

16〜月末：(同)仲本町通り 

勝浦市観光商工課 

TEL：0470-73-6641 

毎月第 3日曜

日 8~11 
大原漁港 港の朝市 
〜 その場で・自分でバーベキュー 

新鮮な海産物や野菜･干物･地域産品･商工品 
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/ 

大原漁港 荷捌(にさばき)所 
(いすみ市大原 11574) 

同朝市運営委員会 

TEL:0470-62-1191 同市商工会 

実施中 新しい農地貸借の仕組みがスタート ＊集約するため農地中間管理機構が設置され、 以下 URL 参照 (公社)千葉県園芸協会 

http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/volunteer/volunteer-bosyu.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/annou/shokuiku/volunteer/volunteer-bosyu.html
http://toneunngakouryuukann.web.fc2.com/
http://www.isuminavi.jp/minatonoasaichi/
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〜 意欲ある農業の担い手に農地＊ 農業振興地域対象に同機構が農地貸借進める http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html TEL:043-223-3011 

 

 

募集・開催・通知 [ NEW:新掲載 ] 

船橋市 何を(表題) 内容 

県:千葉県 (他欄共通) 

どこで・どこへ (所在地、交通、

宛先、応募先等) 
主催、問い合わせ先など 
(NPO):NPO 法人 

12.14 日 

まで 

秋の展示☆☆ どんぐりの世界 ☆☆ 

〜多種多様などんぐりを一挙に紹介 
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=843 

世界のどんぐりの実物や標本､写真､精細植物画な

ど。動物や人との深い関係も｡他ｲﾍﾞﾝﾄ左記 URL参照 

同時開催：植物画で見るどんぐりの世界―徳永桂子展 

県立中央博物館 

(千葉市中央区青葉町 955-2) 

同館 

TEL:043-265-3111 

12.15 月 

まで 

ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ記念財団「環境」活動応援 

〜 2015年度 公募助成 

対象助成：環境市民活動／自立事業／清掃／緑化

植花。詳細：http://www.7midori.org/josei/ 

左記 URL 参照 同財団 

TEL:03-6238-3872 

12.19金まで 県立 農業大学校学生 募集 

試験日：1月 8日(木) 

農学科 30名程度、研究科：10名程度 

高度で専門的知識を備えた農業担い手や農業技術

者を 2年間で育成。詳細は以下 URL 参照 
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html 

県立 農業大学校 

(東金市家之子 1059) 

同校 

TEL:0475-52-5122 

12.19 金 

必着 

第 42回 環境賞 〜 環境保全に関す

る調査、研究、開発、実践活動 

例：大気の汚染､水質の汚濁等いわゆる典型 7公害

及び廃棄物(除く､放射性廃棄物) 
http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work01.html 

左記 URL 参照 (公財)日立環境財団 

TEL:03-5221-6677 

12.19 金〜 

01.14水NEW 

環境保全活動を行う民間団体を支援 

H27年度地球環境基金 助成金募集 
対象団体:NPO､一般社団､一般財団､公益社団､公益

財団の各法人｡任意団体(一定要件あり)｡詳細右記 URL 

http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/ap

plication/pdf/h27_jyosei-bosyu.pdf 
(独)環境再生保全機構 

TEL:044-520-9505 

12.20 土まで 

11~19or18(土) 

3×3Labo｢触れる地球ﾐｭｰｼﾞｱﾑ｣企画展 

｢食をつくり､地球をつくる｣ 

http://earth-museum.jp 

地球時代に見直そう日本の｢食｣と｢農｣/日本の食と

農を｢地球目線｣で見る･ｺﾒと稲作の歴史･世界の食

と農の多様性･現代世界の食と農の危うさ･他 

触れる地球ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
(千代田区大手町 2-6-2日本ﾋﾞﾙ 6F) 

 

同ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
info@elp.or.jp 

12.20 土〜 

6.07 日 9:30~17 

NEW 

第 62回 企画展「マンモスが渡った橋〜

氷河期の動物大移動」 

展示構成:ﾍﾞｰﾘﾝｼﾞｱを渡った動物たち＊ 

＊･氷河期と地球の気候変動･北米ﾗﾝﾁｮ･ﾗ･ﾌﾞﾚｱの

動物たち･日本へやってきた動物たち･第四紀は人

類の時代･過去,現在,そして未来の気候変動 

茨城県自然博物館 
(同県 坂東市大崎 700) 

同館 

TEL:0297-38-2000 

12.21日まで 

NEW 

企画展 植物化石展 
〜 タイムトラベル! 5 億年の植物進化 
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2014/12plantfossil/ 

科学博物館所蔵の世界の植物化石と筑波実験植物

園の植物関係化石を展示し植物の進化の不思議を

紹介｡さわれる化石や化石を探す体験ｲﾍﾞﾝﾄも 

筑波実験植物園 

(つくば市天久保4-1-1) 

同園 

TEL：029-851-5159 

12.24 水 

必着 

食育ｺﾝﾃｽﾄ ｢いただきます ごちそうさま｣ 
http://kids21.gr.jp/syokuiku/requirement.php 

資格:保育所･幼稚園･認定子ども園等/[自由部門]〜各

園の食育活動･[ﾃｰﾏ部門]〜つながる食卓 広がる食育 

左記 URL 参照 (NPO)ｷｯｽﾞｴｸｽﾌﾟﾚｽ 21実行委員会 

TEL:03-3553-1935 

'15.1.07 水 

まで 

ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｱﾜｰﾄﾞ 2015 
〜 "環境と社会によい暮らし"発掘 〜 

持続可能な社会を目指し､一人一人が現在のﾗｲﾌ* 

*ｽﾀｲﾙを見つめ直すきっかけ作りのため､"環境と社会によい暮

らし"・これを支える取組(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動､ｻｰﾋﾞｽ･技術など)を募集 

対象:企業､地方公共団体､市民活動・非営利団体､学校､個人 

詳細は以下 URL 参照 
http://www.env.go.jp/press/press.

php?serial=18854 

環境省総合環境政策局環境計画課 

TEL:03-5521-8233 

01.09 金 

まで 

環境人づくり企業大賞 2014 取組募集 

(環境人材育成に関する先進企業等表彰) 

事業活動ｸﾞﾘｰﾝ化部門＆地球市民育成部門 

大手･中小の各企業に賞｡優良事業全て奨励賞 

http://www.env.go.jp/press/press.

php?serial=18521 ←内容詳細 URL 
環境省･(一財)持続性推進機構 

TEL:03-6418-0375 

01.10 土 

まで 

第 17回 写真コンテスト作品募集 

ﾃｰﾏ：北総の四季 

ﾀｲﾄﾙ･撮影場所･撮影日･住所･氏名･電話番号

等を応募写真裏へ貼付。 

宛先：〒270-1424 白井市堀込

1-5-2-104 ｢白井の自然を考える会｣ 

同会 

TEL:047-491-9291 

http://www.chiba-engei.or.jp/mgtmech.html
http://www2.chiba-muse.or.jp/?page_id=843
http://www.7midori.org/josei/
http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/boshuu/boshuu.html
http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work01.html
http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/pdf/h27_jyosei-bosyu.pdf
http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/pdf/h27_jyosei-bosyu.pdf
http://earth-museum.jp/
mailto:info@elp.or.jp
http://www.tbg.kahaku.go.jp/event/2014/12plantfossil/
http://kids21.gr.jp/syokuiku/requirement.php
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18854
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18854
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18521
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18521
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01.14水まで 

NEW 

FRJ(ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ･日本)2015 

｢日本社会を動かす｣2/14〜2/15開催 
 

ここに来ればﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ(FR)の全て学べる。 

FR の最新事例･世界の潮流･地域の資源循環 

http://jfra.jp/frj/ ←内容詳細 URL 

国際ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 
(墨田区横綱 1-6-1) 

日本ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ協会 
frj@jfra.jp 

01.15 木 

まで 

2015 年度東京ｶﾞｽ環境おうえん基金助成募集 

対象：関東甲信越の公益非営利団体 
活動分野:省ｴﾈ･再生ｴﾈ､資源再利用･廃棄物削

減､生物多様性保全､環境配慮ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ､他 

http://www.tokyo-gas.co.jp/env/fu

nd/info.html ←内容詳細 URL 
(公財)日本環境協会 

TEL:03-5643-6262 

01.16 金 

必着 

(公財)日立環境財団 環境 NPO助成 
限度:150 万円/件｡総額:800 万円 

対象:環境と経済との統合に資する活動､また

は環境問題の解決に資する科学･技術的活動 

http://www.hitachi-zaidan.org/kan

kyo/works/work03.html ←詳細 URL 
同財団 事務局 

TEL:03-5221-6677 

01.30 金 

まで 

平成 27年版 環境白書 表紙絵ｺﾝｸｰﾙ 

公募テーマ「環境にやさしい社会」 

対象:小･中学生と高校生以上一般の 2部門 

四つ切り画用紙非立体縦長､文字･写真不要 

http://www.env.go.jp/press/press.

php?serial=18828 ←詳細 URL 
環境省／(公財)日本環境協会 

TEL:03-5643-6251 

01.30 金 

まで 

第 57回 水道週間ポスター・標語コン

クール作品募集 

ﾃｰﾏ:水の大切さ･水の有効利用など呼びかける 

ﾎﾟｽﾀｰ:四切り画用紙､標語:ﾊｶﾞｷ 詳細右記 URL 

https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/s

ouki/boshuu/2014/sakuhin.html 
県 水道局管理部総務企画課 

TEL:043-211-8365 

01.31 土 

まで 

パネルオーナー大募集！「Sun Agri」 

〜 みんなで作る畑の上の発電所 

定員になり次第、終了 

日本初!ｿｰﾗｰｼｪｱﾘﾝｸﾞでの市民共同発電所です｡どな

たでもｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ 1枚から市民発電所長になれます｡ 

販売価格：70Wパネル 1枚あたり 25,000 円(税込) 

詳細 URL： 

http://www.energy-chiba.com 

市民ｴﾈﾙｷﾞｰちば合同会社 

TEL:043-304-5737 
info@enegy-chiba.com 

02.01日まで 

NEW 

写真展「海の宝石-ウミウシの世界」 

〜 さまざまな色彩のｳﾐｳｼの仲間＊ 

*約 200種､日本各地での撮影写真を紹介｡ 

ﾁｰﾊﾞくんからお年玉ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ(中学生以下先着 50人) 

海の博物館(県立中央博物館分館) 

(勝浦市吉尾 123) 

同館 

TEL:0470-76-1133 

02.08日まで 

NEW 

特別展 

〜出土品からみる 狩りと採集の生活 
・・1936年､明石原人研究の直良博士が＊ 

＊ﾁｮｳｾﾝｺﾞﾖｳ(松)､ﾄｳﾋ(松)､ｶﾗﾏﾂの実を多数含む地層を発

見､｢江古田植物化石層｣とした｡この地層研究から、約

15,000年前の中野(東京)は今より気温が低い場所だった。 

山崎記念 中野区立歴史民俗資料館 

(同区江古田 4-3-4) 

同館／休館日要確認 

TEL:03-3319-9221 

02.11 水 

10~20 搬入 

NEW 

第 36回 船橋市写真展(全国公募) 

アマチュア写真愛好家の発表の場 

会期：2/14(土)〜22(日) 

資格：船橋市文化芸術活動に関心ある 16 歳以上 

題材：自由(他展で入賞作品不可)。種別：ﾓﾉｸﾛ単写

真､組写真(ﾓﾉｸﾛ&ｶﾗｰ)､ｶﾗｰ単写真。他詳細右記 URL 

http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi

/study/0002/syasintenn36bosyuu.html 
船橋市教育委員会・同市写真連盟 

TEL:047-436-2894 

02.22 日 

まで 

特別展・企画展「カラフル昆虫記」 

〜虫たちの多様な色と模様のﾋﾐﾂに迫る! 

http://www.shizen.spec.ed.jp/?page_id=130 

金属光沢ﾔﾏﾄﾀﾏﾑｼや背景に溶込む模様ﾋｼﾊﾞｯﾀ､季節

で色変りｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗなど､その色･模様の作られ方

や意味､その秘密解明｡ 

埼玉県立 自然の博物館 
(同県秩父郡長瀞町長瀞 1417-1) 

同館 

TEL:0494-66-0404 

02.28 土 

まで 

農業者､地域活動中の住民･団体のみなさま 

「農」のある暮らしづくりの 

アドバイザー(無料)を派遣 

農業､福祉､まちづくり等の専門家が出向き､農業･

農地等を活かした｢農あるまちづくり｣のｱﾄﾞﾊﾞｲｽや

勉強会等での説明を行う｡ 詳細は右記 URL参照 

http://www.tosinouti.or.jp/shient

aisaku/h26kouhoupanf.pdf 
(一財)都市農地活用支援ｾﾝﾀｰ 

TEL：03-5823-4830 

3.06 金 

必着 

NEW 

12 月は地球温暖化防止月間 

〜 ながれやま節電チャレンジ 2014・冬 
節電達成で｢ながぽん｣500 ﾎﾟｲﾝﾄ ゲット 

12 月〜2 月の期間、前年同月比 1日あたり 10％以

上節電達成世帯。なお、昨年冬のチャレンジ達成

世帯は同 1％以上で応募可。詳細は右記 URL参照 

http://www.city.nagareyama.chiba.

jp/life/34/273/003254.html 
流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

3.10 火 

まで 

 

(流山市)住宅用 省ｴﾈﾙｷﾞｰ設備補助金 
対象：本年 4月 1日以降工事開始し、

年度内設置完了(県全額負担補助金制度) 

燃料電池(ｴﾈﾌｧｰﾑ･10万円)/ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電(10万円)/

ｴﾈﾙｷﾞｰ管理(HEMS･1万円)/EV 用充給電(5万円) 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html 

左記 URL 参照・左記( )内金額は上

限／先着順 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

5.11 月まで 

NEW 

(県内)中学生 水の作文コンクール 

〜毎年 8月 1日〜7日は｢水の週間｣ 

ﾃｰﾏ:水について考える｡限りある貴重な水の理

解を深める｡400字詰め原稿用紙 4 枚以内｡ 

〒260-8667(住所不要)県水政課 
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/inde

x.html ← 詳細 

同課 

TEL:043-223-2274 

受付中 浦安ｴｺﾎｰﾑ補助金 PV(2.5万円/kW･10万円迄)他､雨水ﾀﾝｸ(1万円迄)､ｴﾈ 浦安市環境保全課 同課 

http://jfra.jp/frj/
mailto:frj@jfra.jp
http://www.tokyo-gas.co.jp/env/fund/info.html
http://www.tokyo-gas.co.jp/env/fund/info.html
http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work03.html
http://www.hitachi-zaidan.org/kankyo/works/work03.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18828
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18828
https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/boshuu/2014/sakuhin.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/souki/boshuu/2014/sakuhin.html
http://www.energy-chiba.com/
mailto:info@enegy-chiba.com
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/study/0002/syasintenn36bosyuu.html
http://www.city.funabashi.chiba.jp/kurashi/study/0002/syasintenn36bosyuu.html
http://www.shizen.spec.ed.jp/?page_id=130
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf
http://www.tosinouti.or.jp/shientaisaku/h26kouhoupanf.pdf
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/003254.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/360/003291.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/018498.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/index.html
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お願い:｢環境｣｢農｣｢食｣｢省ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢自然ｴﾈﾙｷﾞｰ｣｢科学｣｢防災･減災｣などの活動やｲﾍﾞﾝﾄ､それらを支える情報をお寄せください｡また､本情報の転送は自由です｡  

注1:参加対象が市内在住など限定されているものも含まれます｡ｲﾍﾞﾝﾄ例としてご覧ください｡ 注2:詳しくは検索をおすすめします｡  注3:応募など準備に時間のかかるものは早め､

通常ｲﾍﾞﾝﾄは概ね1ヶ月先まで掲載します｡ 注4:日程･内容が変更される場合があり､ご確認ください｡  注5:できるだけ多種多様情報を掲載したく､同一団体さんの掲載数を限らせて

いただく場合あります｡ 注6:主催者と問合せ･申込み先が異なる場合があります｡ 注7:参加費1,000 円程度まで｢有料｣記載しませんが､それ以上は極力記載するようにします｡参加

の場合ご確認ください｡ 注 8:締切日が過ぎても参加可能な場合あります｡ 注 9:注目情報は受付期限を過ぎても掲載する場合あります｡ 

 

〜〜〜 明日への助け合い = 環境保全・食農安全 〜〜〜 
 

 

 〜 太陽光発電(PV)など省ｴﾈ設備普及啓

発､地球温暖化防止･･ 

ﾌｧｰﾑ(10万円迄)､蓄電ｼｽﾃﾑ(前同)､HEMS(1万円迄) 

http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=7946 
(同市猫実 1-12-38 集合事務所 4F) TEL：047-351-1111 

     

申請受付中 余った電気は売電！／先着順の奨励金 

〜 財布にもやさしい太陽光発電 
金額:3 万円/kW(上限 12万円)｡対象:流山市民で

市内事業者から購入した方｡ 詳細：右記 URL 参照 

http://www.city.nagareyama.chiba.

jp/life/34/273/001472.html 
流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL：04-7150-6083 

随時 太陽光発電施工は流山市内事業者で 

〜 実質負担額は 91万円(3kW)から 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ導入希望者の相談や施工を受

付け｡現地調査を行い最適な発電ｼｽﾃﾑを提案｡ 

詳細は下記 URL または問合せを 
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875 

流山太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ活用ｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7158-6111 商工会議所内 

随時 

 

「まちをきれいに志隊」募集 
〜個人でも団体でも登録できます〜 

路上喫煙やﾎﾟｲ捨て､犬のふん放置防止啓発や

清掃活動のｸﾘｰﾝ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｡対象：流山市民等 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/l

ife/34/275/013029.html ←詳細 

流山市環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

申請受付中 H26年度 柏市ｴｺﾊｳｽ促進総合補助金 

〜 省ｴﾈ･創ｴﾈ･見える化･蓄ｴﾈ 

ｴｺ窓改修･太陽光発電･ｴﾈﾌｧｰﾑ･HEMS･蓄電池･

EV充給電設備／http://www.ecosite.jp/ecohouse 

同市 環境政策課 
(柏市柏 5-10-1) 

左同 

TEL：04-7167-1695 

右記ｽｹｼﾞｭｰ

ﾙ参照 

流山おもちゃ病院 

〜おもちゃの診察と治療 

開院ｽｹｼﾞｭｰﾙ等は次の HP参照｡ 物を大切に 
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/ 

左記 URL参照 同病院 

TEL:04-7155-2293 

貸出受付中 (放射線)積算線量計の貸出し 

〜生活で受ける放射線量の目安に 

個人が携行する日常生活環境で､どの程度の 

放射線量を受けているか調べる測定器です 

流山市 放射能対策課 

[電話で予約要] 

同室  

TEL:04-7168-1005 

通年 

予約制 

ｽﾄｯﾌﾟ温暖化!ながれやま出前講座 〜

家庭で手軽にできる CO2削減〜 

地域団体(自治会､市民団体､学校等)に､地球規

模の話･節電･太陽光発電など旬の情報を出前 

各団体で指定した会場 
(会場費は申込者負担) 

流山市 環境政策･放射能対策課 

TEL:04-7150-6083 

貸出中 ﾜｯﾄｱﾜｰﾒｰﾀｰ最長 10日間無料貸出〜

ｺﾝｾﾝﾄ利用の小型消費電力計 

家電品の消費電力量や CO2 排出量など数値で 

わかり節電が実感できる｡(流山市内対象) 

流山市環境政策･放射能対策課 同課 TEL:04-7150-6083 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html 

毎月 
いろいろ開催 

流山市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾟﾗｻﾞ館 

リサイクル講座等 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html 

同館 
(同市下花輪 191) 

同市環境部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

TEL:04-7157-7411 

毎月 
いろいろ開催 

柏市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞﾘﾎﾞﾝ館 

リサイクル教室等 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html 

同館  
(柏市十余二 348-202) 

同館  

TEL:04-7199-5082 

毎月 
いろいろ開催 

浦安市ﾋﾞｰﾅｽﾌﾟﾗｻﾞ (ﾋﾞｰﾅｽｼｮｯﾌﾟ) 

ﾘｻｲｸﾙ教室等(ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ) 

同市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内該当ﾍﾟｰｼﾞ参照(以下参考 URL) 
http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=3788 

(浦安市)ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内 同ﾌﾟﾗｻﾞ 
(同市千鳥 15-2 JR 舞浜駅からﾊﾞｽ) 

同ﾌﾟﾗｻﾞ 

TEL:047-382-8787 

http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=7946
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/273/001472.html
http://www.nagareyama.or.jp/archives/3875
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/34/275/013029.html
http://www.ecosite.jp/ecohouse
http://nagareyamatoy.web.fc2.com/
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/radiation/373/009546.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/33/271/001404.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080100/p002488.html
http://www.city.urayasu.chiba.jp/dd.aspx?menuid=3788

